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『H30 グリーン化申請入力』操作マニュアル 
 

本システムは、地域型住宅グリーン化事業の適用申請書を作成するためのツールです。 

適用申請書を作成するには、以下の手順で行います。 

 

1)新規登録 

2)利用者情報の登録 

3)ID・パスワードの取得と確認 

4)ログイン 

5)グループ情報（基本情報）の登録（この段階で様式 3 がダウンロード可能） 

6)適用申請書（様式 3）のダウンロード・出力 

7)構成員情報の入力（この段階で入力した各構成員の確認念書を出力、押印後提出） 

8)グループ基本情報（生産体制）の登録 

9)適用申請書（様式 1、様式 2）の出力（様式 1、様式 2 は、この段階で完成） 

10)適用申請書（様式 5）の入力・出力（様式 5 は、この段階で完成） 

11)申請書類チェックリストのダウンロード（申請書類を確認してチェックの上、提出ください） 

 

 

 

 

 

 

 

本マニュアルでは、上記 1)～11)の流れで操作手順と注意点を記載します。 

 

  

H29 グリーン化申請入力を利用するためには、正確な構成員情報が必要です。 

出力した「適用申請書記載事項確認念書」に記載された内容について構成員候補者に確認いただき

間違いが無い事が、確認できてから押印いただき提出してください。 

押印漏れや記載事項に間違いが発見された場合は、構成員として登録されない場合があります。 

※ ご注意ください 

本年度は、適用申請書の不備の指摘・連絡を行いません。確認念書の不備（未提出・押印なし）

や記載事項の不備があった場合、構成員数から除算します。 

結果的に、申請要件を満たさない場合は、適用申請書の不備として対応します。 
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1) 新規登録 

◆申請ツールのログイン方法 

ホームページ「地域型住宅グリーン化事業（評価）」：http://chiiki-grn.jp/ 

「平成 30 年度事業」－「②募集要領・応募様式」－「平成３０年度 地域型住宅グリーン化事業の

申請はこちらのツールから」からログインします。 

      
 

本システムを利用するには、利用者情報の登録が必要になります。 

利用者情報の登録は、「新規登録」より行います。 

新規登録をクリックいただき、利用者情報の登録画面(p5)に移動ください。 

 

 

 

※ 本システムをご使用いただくには、ログイン ID とパスワードの発行が必要です。 

最初に新規登録を行い、ログイン ID とパスワードを取得下さい。 

 

 

  

※H29 年度の ID とパスワードではありません 

「新規登録」で H30 年度の情報を新たに入力してください 
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2) 利用者情報の登録 

利用者情報の登録では、グループ情報、グループの代表者情報、グループの事務局情報すべてが必要

（必須入力項目）です。 

 

入力手順 

① ログイン ID・パスワードを指定する 

※ 任意の半角英数字を指定してください。 

※ 1 グループ 1ID・1 パスワードです。同じものは登録できませんのでご注意ください。 

※ 同じグループ名称で複数の登録はできません。既に登録されているグループ名称の場合、新たな

登録は出来ません。 

 

② グループ情報の入力をしてください。 

H29 年度に採択されたグループの場合は H29 年度の情報を参照する入力補助機能を利用することが

できます。最初に、H29 年度採択の「〇あり 〇なし」で「あり」を選択して、次の項目「H29 年

度採択グループ番号」（2 桁-4 桁-4 桁の数値）を入力頂くと H29 年度に採択されたグループ情報が

自動的に表示されます。 

※ 必要な情報全てが表示されるわけではありませんから、情報の追加・修正を行って下さい。 

※ 「H29 年度採択グループ番号」とは、地域型住宅グリーン化事業でのグループ番号のうち平成

29 年度のものを記入してください。 

※ 地域型住宅グリーン化事業に今年度、初めてグループ提案を行う場合は、入力の必要はありませ

ん。 

※ 情報参照前に入力された情報は参照情報により上書きされますので注意してください。 

※ グループ事務局情報では、必ず「代表者名」と「担当者名」を入力ください。 

 

③ 情報入力後「アカウント発行」ボタンを押下してください。 

登録された「グループ事務局 e-mail」に、ID・パスワードが送信されます。 

メールアドレスを間違えないよう注意してください。 

携帯電話のアドレスは、利用不可となります。 
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※①②③全てが必須項目です。 

空白部分が無いように、情報を埋めてください。 

 

  

① 

② 

③ 

※「H29 年度採択グループ番号」（2 桁-4 桁-4 桁の数値）を入力頂くと H29 

年度に採択されたグループ情報が自動的に表示されます。 

2 桁  4 桁  4 桁 

※株式会社は可、「(株)」は不可 

※郵便番号を入力すると住所が自動的に表示されます。

残りの番地、ビル名等を追記してください。 

※株式会社は可、「(株)」は不可 

※郵便番号を入力すると住所が自動的に表示されます。

残りの番地、ビル名等を追記してください。 



6 

 

３）ID・パスワードの取得と確認 

利用者情報の登録を行い、アカウント発行を行うと、登録されたメールアドレスにシステムから ID・

パスワードが送信されます。 

 

発行された ID・パスワードは適用申請書が完成するまで使用することになります。 

送信されたメールは、決して削除しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アカウント発行を行っても、ID・パスワードのメールが送信されない場合は、ご使用のメ

ール設定で「自動配信メールの着信拒否」を行っているか、入力されたメールアドレスが

間違っている場合があります。メールアドレスを間違えた場合、同じグループ名での再登

録は出来ませんので、システム担当者までお問い合わせください。 

◆お問合せ先 

地域型住宅グリーン化事業 評価事務局 

電話 070-5541-6077（平日 9：30～12：00、13：00～17：00） 

ここからログインできます 
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４）ログイン 

配信された、ログイン ID とパスワードでログインします。 

 

 

パスワードを忘れてしまった際は、「パスワードを忘れた方はこちら」を押してください。 

e-mail アドレスを入力し、「アカウント通知」を押すと、ログイン ID とパスワードがアドレスに 

送信されます。 

 

 

 

 

 

  

 

ｚ 
※ 

ｚ 
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５）グループ情報（基本情報）の登録 

ログイン後、最初に「グループ情報」を選択し「基本情報」の情報を入力します。 

この情報は、適用申請書の「様式 1」「様式 2」に連動します。 

※グループ基本情報を入力することで、適用申請書「様式 3」の出力が可能になります。 
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【基本情報】の入力 

 

基本情報では、「アカウント情報」「グループ情報」「代表者情報」「事務局情報」の入力を行います。 

 

「アカウント情報」「グループ情報」 

 

アカウント発行時に登録した情報の編集が可能です。 

※ 最初にアカウントの新規登録の際に入力した情報が表示されます。 

※ ログイン ID・パスワードの編集が可能です。 

  

「代表者情報」 

代表者情報の編集を行います。 

ここで入力された情報は構成員情報として登録されませんので、「構成員情報」の登録も必要です。 

※入力方法や考え方は、ｐ.12 の「7）構成員情報の入力」を参照ください 

 

 

 

 

複数の業種グループに所属する場合は、所属するすべての業種を選択してください。 

 

※郵便番号を入力すると住所が自動的に表示されま

す。残りの番地、ビル名等を追記してください。 

※株式会社は可、「(株)」は不可 
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「事務局情報」 

事務局情報の編集を行います。 

〇ここで入力された情報は構成員情報として登録されませんので、「構成員情報」の登録も必要で

す。 

〇グループ事務局は、評価事務局・長寿命型等支援室・高度省エネ型支援室からの問い合わせ等に対

し、確実に連絡が取れ、かつ適切に対応できる事業者としてください。また、グループ事務局担当者

は問い合わせ（電話・メール）や郵送物の受け取りを確実に行っていただくため、グループ事務局の

登録情報は担当者の勤務先としてください。 

〇事務局が複数の構成員グループに所属する場合は、該当する業種を全て選択してください。 

どれにも該当しない場合は、Ⅸ.Ⅰ～Ⅶ以外の業種を選択してください。 

 
全ての情報を入力したら、「登録」を選択してください。 

登録選択後、「登録が完了しました」の下記表示が出たら登録完了です。 

 

※左上の「トップ」をクリックするとトップ画面に戻ります。 

       

※必ず担当者名を入力ください。 

※郵便番号を入力すると住所が自動的に表示されます。

残りの番地、ビル名等を追記してください。 

※株式会社は可、「(株)」は不可 

複数の業種グループに所属する場合は、所

属するすべての業種を選択してください。 
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６）適用申請書（様式３）のダウンロード・印刷 

グループ情報の入力が完了することで、下記の書式をダウンロード・印刷できるようになります。 

様式３-1 

様式３-2 

様式３-3 

様式３-4 

グループ情報が連動した「エクセル形式」のデータがダウンロードできますので、必要項目の記載を

行い、印刷・提出ください。 

 

※最終的に記載内容を確認し、必ず、以下で保存してください。 

ファイル名「様式 3」（エクセルの保存形式は 2000 以降のバージョン形式） 
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7）構成員情報の入力 

各構成員の情報は、トップページの構成員情報を選択してください。 

 

 

構成員情報を選択すると、下記画面に移行します。 

新たに構成員を登録するためには、「新規作成」を選択します。 
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➢ 構成員情報の新規登録 

 

「新規作成」を選択すると、個別の構成員の入力画面に移行します。 

平成 29 年度に登録のあった施工事業者の場合は、「H29 年度の事業者番号」に事業者番号を入力する

ことで平成 29 年度の事業者情報が自動で入力されます。（事業者番号は、県別又は電話番号から確認

できます） 

※ 参照される情報は、H29 年度の登録情報となります。変更がある場合は、修正してください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

入力すると既情報が自動で表示されます※施工事業者のみ 

県別又は電話番号から事業者番号を確認できます 

入力する情報は、「所在地」「電話番号」ともに、「本社所在地」となります。 

但し、地域材を使用する場合、認証を取得しているプレカット工場の所在地、電話番号を入力し

ますが、代表者名は本社代表者を入力し、念書の押印は本社代表者印となります。 

 

※ 電話番号の入力ミスが多発しています。入力ミスがないよう注意してください。 

該当する業種すべてを選択してください。選択漏れをした場合、正しい

構成員数が算出されません。 

事業者が、複数の業種に所属する場合は、該当するすべての業種を選択

してください。 

※株式会社は可、「(株)」は不可 

※郵便番号を入れると該当する住所が自動で抽出されます。

残りの番地、ビル名等を追記してください。 



14 

 

■施工事業者の実績入力 

「業種」で「Ⅵ．施工」を選択した場合、実績情報の入力が必要となります。 

 

※ 優良建築物に実績について 

優良建築物型は、申請予定者のみ情報入力をしてください。 

今回、申請予定としていない構成員が、後日優良建築物型に申請を行う場合には優良建築物型のみ

常時変更申請を受け付けます。 

※ 実績戸数について 

最終的な実績戸数に関しては、実施事務局にて管理されている「実績」を採用します。 

※ ある・なしのチェックについて 

 複数のグループに登録される施工事業者に関して、実績のある・なしのチェックに違いが発生した

場合「実績あり」を採用します。 

例） A グループ □BELS 工務店に該当する ・B グループ ☑BELS 工務店に該当する 

 この場合、A グループ・B グループ共に 「☑BELS 工務店に該当する」となります。 

 

チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
と
入
力
可
と
な
り
ま
す 

H27～29 年の 3 年における 1 年

当たりの平均 

小数点以下切捨て 

地域型住宅グリーン化事業において補助金活用実績

があればチェックつける 

H29 年（１～12 月）実績 実績数は支社・営業所等含む会社

全体の供給実績戸数を入力 
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■情報の登録に関して 

 

全ての情報を入力したら、［登録］を選択します。 

入力を間違えた場合は、個別の項目を修正するか、キャンセル後、再入力します。 

登録が完了すると、登録完了の表示と共に継続した入力が可能となります。 

「OK」を選択して、継続してください。 

 

 

 

 

 

 

 

長期優良住宅、ゼロ・エネルギー住宅に関する過去の補助金の活用実績の有・無を確認してくださ

い。（施工グループのみ） 

過去に補助金の活用実績で正確な情報を記載していないことでトラブルとなった事例があります。必

ず、各施工事業者に確認してください。 
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➢ 確認念書の出力に関して 

 

構成員情報の登録が完了した後、確認念書のダウンロードが可能となります。 

確認念書は、全構成員の情報入力後「念書一括ＤＬ」か、構成員ごとの個別「念書ＤＬ」となりな

す。 

左上の「構成員情報」をクリックし、下記画面からダウンロード可能です。 

 

 

 

 

 

 

※ 確認念書の一括ダウンロードについて 

  ・確認念書の一括ダウンロードを行う場合、システム容量に余裕を持たせていますが、ダウンロードの集中によ

り時間がかかる場合があります。ご了承ください。 

・一括ダウンロードを選択した場合は、下記の圧縮ファイル（zip ファイル）が作成されます。（ファイル名称

は、都度違います）ファイルを展開すると PDF ファイルが作成されています。 

 

個別ダウンロード 

一括ダウンロード 

 

ダウンロードをすると日

付が表示されます。 
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 〇確認念書は各構成員別に記載事項を確認の上、代表者印の押印のある原本を提出してください。 

（カラーコピー不可） 

〇確認念書は必ず印字された書類を使用してください。手書き念書は受付ませんのでご注意くださ

い。 

※但し、旧字体やパソコンで印字できない文字の場合のみ、確認念書の手書修正を認めます。 

〇施工事業者は様式 4-1、施工以外の事業者は様式 4-2 を提出してください。 

施工事業者が施工以外の業種にも登録した場合は、様式 4-1 と様式 4-2 の 2 枚の念書が必要となりま

す。 

〇構成員の登録は本社のみです。ただし、地域材を使用するプレカット加工事業者に限り、プレカッ

ト工場の事業者名・所在地・郵便番号・電話番号を記載し、本社代表者名と本社の代表者印を押印し

てください。 

       

 
確認念書 施工事業者 

  

確認念書 施工事業者以外 

※地域材を使用する 

プレカット加工業者の場合 

認証を取得しているプ

レカット工場の所在地 

 

本社代表者印 

本社代表者名  
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➢ 構成員情報の変更に関して 

 

登録した構成員情報を変更する場合は、各構成員の表示欄の右の[編集]を選択します。ここで削除を選

択した場合、構成員情報から削除されるのでご注意ください。 

※確認念書を出力した後に[編集]する場合は、再度、確認念書を印刷し、押印後提出してください。 

※グループ事務局、グループ代表者の情報を編集する場合は、【構成員情報】と【グループ情報－（基本

情報）】の両方を更新する必要があります。 

 

 

※各情報を変更した場合は、必ず「登録」ボタンを押してください。 登録せずに作業を中断した場合は、

情報の更新は行われません。 

[編集]を選択すると各構成員の修正が可能です。 

修正後は[登録]ボタンで更新されます 

[削除]を選択すると構成員情報から削除されるので注意 
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8）グループ情報（生産体制）の登録 

トップ画面に戻ります 

 

「グループ情報」から「生産体制」を選択します。 

 

■構成員のいない理由 

 

〇グループ構成員に事業者を含まない場合、およびグループにおける地域材供給ルートにおいて事業

者を含まないことがある場合、その根拠を理由欄に必ず入力してください。 

 

 

 

 

 

Ⅰ～Ⅴに関しては、構成員数が０の場合、構成員がいない理由 

の記載が必須となります。 

構成員数が０となる場合は必ずその理由の記載を行って下さい。 

構成員数は、構成員情報を入力することで自動計算され連動します 

※ここでは変更はできません。 

 

 

「Ⅳ．施工」に該当する構成員は 5 事業者以上です。構成員数が要件を満たしていない場合は不備となりますの

でご注意ください。 
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■使用する地域材に関する情報（必須） 

 

〇本事業で使用する「地域材」全てについての情報を入力してください。 

〇「地域材」の認証制度などの名称については、「平成 30 年度 地域型グリーン化事業 グループ応

募要領」の【別紙３】を参照ください。 

 

 

※ 地域材の情報入力がない場合は、申請要件を満たしていないことになります。 

※ 地域材の情報入力漏れがあった場合は、計画変更はできませんのでご注意ください。 

 

※情報入力を中断する場合 

途中で、入力を中断する場合も必ず「登録」を行って下さい。登録を行わずに終了した場合は、入力 

された情報を次回入力時に引き継ぎません。 

 

  

合法木材証明制度」「PFFC 認証」・「SGEC 認証」・

「FSC 認証」・「FIPC 認証」の地域材を、活用する場合

は、該当する項目に必ずチェックを入れてください。 

 

左記以外の地域材を活用する場合は、別途、活用する地

域材の入力をしてください。 

10 種まで登録できます。 
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■補助対象となる木造住宅の申請戸数、優良建築物の申請戸数の入力（必須） 

 

〇「今年度要望する戸数」と「その内 9 月までに交付申請が確実にできる戸数」の 2 つに分けて要望

してください。なお、木造住宅については、地域材・三世代の加算ができます。 

〇要望する住宅のタイプ区分ごとに、平成 27・28・29 の地域型グリーン化事業の補助金活用の実績で 

4 戸(8 戸※１)以上 ⇒ 経験工務店 

4 戸(8 戸※１)未満 ⇒ 未経験工務店 

としてください。 

〇認定低炭素住宅及び性能向上計画認定住宅の要望に際しては、補助金活用実績にゼロ・エネルギー住

宅に対する活用実績を加えた実績が 4 戸（8 戸※１）以上か否かで「経験工務店」か「未経験工務店」

かを判断することとします。 

 
※１東日本大震災の特定被災区域または平成 28 年熊本地震により被災地域に存する施工事業者の場合 
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■補助対象住宅の配分ルール―の入力（必須） 

 

採択された場合の、配分に関するグループルールを 100 文字以内で入力してください。 

※情報入力を中断する場合 

途中で、入力を中断する場合も必ず「登録」を行って下さい。登録を行わずに終了した場合は、入力 

された情報を次回入力時に引き継ぎません。 

 

■前年度採択グループの執行状況の入力(必須) 

当初予算と補正予算での最終の執行状況を入力ください。 

※H29 年度に採択されていないグループは記載の必要はありません。 

  

 

■登録 

全ての情報を入力したら、「登録」のボタンを選択ください。 

「登録が完了しました。」の表示が出たら完了です。 

「OK」を選択して次に移ってください。 

※情報入力を中断する場合 

途中で、入力を中断する場合も必ず「登録」を行って下さい。 

登録を行わずに終了した場合は、入力 

された情報を次回入力時に引き継ぎません。 
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9）適用申請書（様式 1、様式２）の出力 

構成員情報の入力が完了することで、下記の書式をダウンロード・印刷できるようになります。 

・様式 1（表紙） 

・様式 2-1＜地域型住宅の生産体制＞（共通） 

・様式 2-2（Ⅰ）原木供給（共通） 

・様式 2-2（Ⅱ）製材・集成材・合板製造（共通） 

・様式 2-2（Ⅲ）建材流通（木材）（共通） 

・様式 2-2（Ⅳ）プレカット（共通） 

・様式 2-2（Ⅴ）設計（共通） 

・様式 2-2（Ⅵ-1）施工-1（共通） 

・様式 2-2（Ⅵ-2）施工-2（共通） 

・様式 2-2（Ⅶ）木材を扱わない流通 

・様式 2-2（Ⅷ）Ⅰ～Ⅶ以外（畳・瓦・襖等） 

〇「様式１」「様式２」はエクセルで追加・編集を行えません。入力ミスや編集が必要な場合はシス

テムで編集を行い、再度ダウンロードしてください。 

〇様式１のグループ代表印は代表者が所属する事業者の代表者印を押してください。事務局担当社印

は個人印でも結構です。 

〇「様式２」及び「確認念書」の構成員番号は構成員登録時にシステムで自動附番されています。 

業種ごとに 1 から順番に並んでいなくても問題ありません。 

 

最終的に記載内容を確認し、必ず、以下で保存してください。 

ファイル名「様式 1-2」（エクセルの保存形式は 2000 以降のバージョン形式） 

 

必須項目が未記入の場合は、右上のようなメッセージが表示されます。 

申請ツールに戻って入力してください。 
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10）適用申請書（様式 5）の入力・出力 

 

➢ ［適用申請書（様式５）入力］をします。 

 

 

様式 5 の入力は「グループ情報」「生産体制」の 

ゼロ・エネルギー住宅の申請戸数が０の場合は入力できません。 

ゼロ・エネルギー住宅の申請をする場合は「生産体制」の 

・高度省エネ型（ゼロ・エネルギー）経験工務店(4 戸(8 戸)以上)による申請戸数 または 

・高度省エネ型（ゼロ・エネルギー）未経験工務店(3 戸(7 戸)未満)による申請戸数 

を入力ください。 
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全項目、入力必須です。入力後[登録]をします。 

※詳しくは「平成 30 年度地域型住宅グリーン化事業（評価事務局）」のホームページ 

http://chiiki-grn.jp/「募集要領・応募様式」ページに掲載する「応募様式の書式」を参照くださ

い。 
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➢ ［適用申請書（様式５）ＤＬ］で「エクセル形式」のデータをダウンロードし、印刷・提出してく

ださい。 

※最終的に記載内容を確認し、必ず、以下で保存してください。 

ファイル名「様式 5-1」（エクセルの保存形式は 2000 以降のバージョン形式） 

 

※[適用申請書（様式５）ＤＬ]はエクセルで追加・編集を行えません。入力ミスや編集が必要な場合

は[適用申請書（様式５）入力]のシステムで編集を行い、再度ダウンロードしてください。 

※「別添様式」「参考様式」はＨＰの「応募様式の書式」よりダウンロードしてください。 
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11）申請書類チェックリストのダウンロード 

最後に「書類チェックリスト」をダウンロードします。 

提出書類がそろっていることを確認しながら「○」または「✓」を入力し、提出してください。 

 

 

※本システムは応募期間終了日 6 月 4 日（月）17：00 まで継続して利用できます。 

途中までの入力段階でも「登録」を行えば次回ログイン時登録した時点の情報から引き続き追加入力

できます。 

 

◆最終提出書類について 

提出書類チェックリストを確認し、提出書類（適用申請書、定款・規約など）、ＣＤ－Ｒ、部数を確

認の上、『地域型住宅グリーン化事業評価事務局』に期間内（6 月 4 日）必着で送付してください。 

 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-2-19 アドレスビル 5F 

一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内 

地域型住宅グリーン化事業評価事務局 

 

※詳しくは、ホームページの募集要領「平成 30 年度 地域型住宅グリーン化事業 募集要領」をご

参照ください。 


